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平成26年７月６日㈰、７日㈪の両日、猪苗代町
の「ホテルリステル猪苗代」において、「第30回東
北・北海道地区集会」を開催した。

この集会は東北と北海道の７支部が、支部交流
と情報交換の場として毎年持ち回りで開催し今日
に引き継がれている。

今回、森武昭会長をはじめ、東北・北海道の各
支部から26名、福島支部から22名、合計48名の会
員が参加し、盛会のうちに幕を閉じることができ
た。

今回の地区集会開催にあたり、昨年の青森支部
の集会（むつ市集会）を参考に、「福島らしさ」をア
ピールし、かつ実りある集会とするために、記念
登山は「ニッコウキスゲ満開の雄国沼」とした。ま
た会場については、５年前のJAC全国支部懇談会
会場と同じ「ホテルリステル猪苗代」を利用するこ
とにした。

しかし、不安がなかったわけではない。昨年の

青森集会は、同支部創立20周年記念事業とのタイ
アップ開催となり、遠くは広島、関西、東海、首
都圏、東京多摩支部などから多くの支部会員が駆
けつけ、100名超の大集会となった。

この大集会を目のあたりにし、昨年は大谷前支
部長からバトンタッチを受けた小林新支部長を中
心に、７月初旬の「雄国沼調査登山」や、10月の青
森集会参加からの教訓抽出、さらにはホテルとの
折衝等々諸準備をすすめた。

それでも、参加者は何名程になるのか不安は拭
えず、全国32支部に参加案内のメールを配信した
ものの、最終的には東北の各支部と北海道支部の
みの参加となった。

準備を進める中で小林支部長は、「40〜50名の
参加が得られれば成功」との方針を示し、さらに
森武昭会長が二つ返事で駆けつけてくれたことは、
まさに干天の慈雨であり深く感銘するものとなっ
た。

26. ７. ７　第30回東北・北海道地区集会　雄国沼休憩舎にて
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開催状況、参加者の動向等を簡単にまとめ本集
会の報告としたい。

第一日目（７月６日㊐）
東北・北海道地区集会
〇支部長会議（14：30〜15：00）

　東北・北海道の各支部長がそれぞれ自支部
の抱える問題点等を話し合い、最後に来年度
の地区集会開催主管を北海道支部に決定して
終了した。

〇森武昭会長挨拶（15：00〜）
ご挨拶の主旨
　昨年の青森集会、今回の福島集会に出席し
て、長州下関出身の私にとっては心境いささ
か複雑なことがある。しかし、今回基調講演
をする江花さんとは、20数年来の岳友で、磐
梯山の話が聞けることを楽しみに出席した。
　日本山岳会は、３年後に創立110周年を迎
えるが、今一番の問題は「会員の高齢化と組
織の弱体」であり、若手リーダーの育成と拡
大は喫緊の課題である。
　本部では「山の日の制定」を活性化のチャン
スと捉え、種々の施策に取り組んで行く。
　皆さんとともに、6000名の会員実現、魅力
ある組織作り、若手リーダーの育成のために
頑張っていきたい。

ご挨拶をいただいた森会長

〇記念講演「磐梯山あれこれ」（15：30〜16：30）
　前猪苗代山岳会会長、JAC福島支部理事の
江花俊和氏が、自身の労作となる講演資料に

基づき、磐梯山に関する豊富な知識と歴史に
ついて話され、参加者から好評を博した。
〜基調講演終了後は、入浴・休憩時間を設け、
18：00から懇親会〜

〇懇親会、二次会（18：00〜21：30頃まで）
　森会長から銘酒「山」、各支部から地酒合計
15本、山形支部から、「さくらんぼ１箱」のお
祝いが届けられ、懇親会場に花を添えていた
だいた。
　小林支部長の歓迎挨拶、森会長の祝辞、西
山北海道支部長の乾杯で酒宴がはじまり、ほ
どなく各支部会員が順番に登壇し、自己紹介、
活動報告等、和気あいあいの雰囲気の中で行
われた。
　大皿に盛られた「さくらんぼ」は、各テーブ
ルからたちまちのうちになくなり、差し入れ
の地酒とともに場の雰囲気を大いに盛り上げ
てくれた。
　場所を移しての二次会は、カラオケやお国
自慢の話しで大いに盛り上がった。

第二日目（７月７日㊊）
記念登山と観光地めぐりに分かれて実施。
〇雄国沼登山（７：30〜15：00）

　ホテルから押沢登山口に移動して登山を開
始した。生憎の小雨の中、参加者は雨具を着
けたり、傘をさしたり。途中、一旦雨は上が
り元気が出た。シーズンとあって沼は大勢の
人で賑わい、昨年よりニッコウキスゲの数は
少ない様に感じたが、遠方からの参加者は一
面のニッコウキスゲに満足の様子であった。
時々小雨の降る中、沼を一周し休憩舎で昼食。
下りは慎重に歩いて予定時間をややオーバー
したものの全員無事下山した。参加者40名。

〇会津観光地めぐり（８：30〜15：00）
　戊辰戦争を戦った会津藩ゆかりの地には隠
れた観光スポットも多く、古刹などの名所を
めぐり、歴史の息吹を感じることができた。
参加者３名。

以上、集会の概要を紹介したが、実行委員をは
じめ会員各位のご協力により、福島集会が無事終
了できたことに感謝いたします。

来年は多くの支部会員の参加により、北海道で
の地区集会を多いに盛り上げたいと思います。
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私は平成８年、故広瀬由昌氏に推され日本山岳
会に入会した。広瀬氏は私が勤めていた会社の前
で魚屋を営み、昭和46年に地元の西郷山岳会創立
時の発起人として関わり初代会長となった。その
際、当時の支部長であった伊藤弥十郎氏が来賓と
して出席して頂いたことが思い出される。

広瀬氏は環境庁自然公園指導員として活躍され
ていて、昭和53年に同氏の推薦を受けて私も自然
公園指導員を委嘱された。それ以来、広瀬先輩と
登山道の整備や遭難者の救助活動に同行した。ま
た、広瀬氏は元JAC会員の溝井力男氏とも気が合
い、山の話には私も常に同席させてもらった。そ
こで那須連山についての歴史や、登山の基礎を学
び、県総合体育大会山岳競技、東北総合体育大会
山岳競技へ参加するうちに支部の皆様の名前を知
るようになった。

平成９年には支部創立50周年記念事業の地区別
集会で那須三本槍岳登山に参加した。この頃から
那須甲子青少年自然の家登山指導員として「那須
甲子連峰子どもアドベンチャー事業」を支援する
ようになった。これは小中学生が那須甲子連山の
中で３泊４日のキャンプ生活を行い、協力や助け
合う精神を養う活動である。

平成16年広瀬由昌氏が他界、支部自然保護委員
でもあった同氏の後継者として、支部自然保護委
員に就任した。９月に上高地に於いて自然保護全
国集会が開催され、「自然保護委員会40周年自然
保護活動のあれこれ」「上高地の交通規制」につい
て討論がされた。

平成17年から３年間、西郷村と大信村教育委員
会による小中学生の少年リーダー養成研修で富士
山御来光登山に関わった。

平成19年の自然保護全国集会は富士西湖で開催
され、山の環境問題に関する意識調査（オーバー
ユース、入山料、山のトイレ、登山道、その他）
がテーマとなった。

平成20年の全国集会は東京本部に於いて開催さ
れ、山の環境問題に関する意識調査の結果報告が
なされた。その後各支部に調査報告書が送付された。

平成22年の全国集会は秋田市で開催された。内
容は「東北支部報告」「山の日を考える」「東北山地
が語る山岳環境」などで、私は公園の利用と保護
のはざまについてパネラーとして発表した。11月
には環境大臣表彰を受けた。

全国集会でパネラーとして発表（右から４人目）

平成23年大震災、原発事故発生時の全国集会は
福岡で開催された。「屋久島の世界自然遺産を考
える」「オーバーユース」などがテーマで、支部報
告として「大震災３ケ月目の福島の現状」について
報告した。報告内容は「木の目草の芽94号」に記載
されている。尚、那須甲子青少年自然の家では８
月まで避難者を受け入れていた。その中で県内の
子ども達の元気を取り戻すためリフレッシュキャ
ンプが行われ、沢歩きや森の観察の指導を行った。

平成24年全国集会は尾瀬戸倉で開催された。
テーマは「尾瀬の自然を考える」「湿原の復元後の
点検」で、支部報告では山の放射線量について報
告をした。集会には小林支部長も参加した。この
年の夏、那須甲子青少年自然の家では県内の５、
６年生を集めて震災の復興支援として、ドリーム
プロジェクト（14泊15日）の事業が始まった。子ど
も達が被災地へ行って復興の状況や震災時の状況
を体験し、更に、源流体験、縦走登山、100キロ
ウオーク等、自然に親しむさまざまな体験を通し
て、福島の未来を担う子ども達が夢と希望を持っ
て力強く歩むことを狙いとした事業である。これ
に関する報告は「木の目草の芽103号」に記載され
た。

平成25年の全国集会は富山県立山山麓で行われ、
「信仰の山」「観光の立山」「ラムサール条約の弥
陀ヶ原の自然に学ぶ」がテーマであった。集会後、
雨の立山を縦走してきた。

以上、自然保護委員としての活動状況を年表的
に書いたが、一方、自然公園指導員としての活動
は、行政と連携し那須甲子登山路の安全点検、風
倒木の処理、道標の点検塗装、登山道の草刈りな
ど、これらの見回り点検結果を関係機関へ報告し
ている。見回り点検には元赤面スキー場より三本

自然保護委員としての歩み
高田　雅雄　
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槍岳甲子温泉まで約８時間の行程になる。また、
登山道の草刈りは、那須からの登山道で北温泉分
岐より赤面山まで一日の作業になる。甲子峠より
大白森山の登山道草刈りとメインの登山道は行政
が業者に依頼して実施している。震災と原発事故
発生後、これらの登山道の空間放射線量測定を行
いデータは村と小林支部長、県岳連へ報告をして
いる。村では放射線量測定結果を地図上に載せて
村民に配布している。今後も空間放射線量の経過
を見ていく必要性を感じている。

平成28年８月11日から待望の「山の日」が祝日に
なる。今回、村教育委員会では８月11日に那須町、
下郷町の中学生を三本槍岳に集結させて「故事再
現登山」を行うことにした。当日はあいにく台風
後の雨で登山は中止になったが、自然の家で鎧と
槍を持って再現セレモニーを実施した。今後は毎
年同日に行われることになり、「山の日」の催事に
は大変意義のある事と思っている。

平成25年11月、秋の叙勲で藍綬褒章を受章した。
これも皆様岳人の教えと人との繋がりによって受
章したものであり、今後この恩を山へ返していか
なければと思っている。

日本山岳会自然保護委員会とは
各種委員会の一つで、昭和39年「自然保護の精

神の昂揚、思想普及と保護活動の推進を計る」目
的で設置され、その目的のもと自然保護に関わる
次のような活動を行っている。

毎月定例の委員会、支部委員との情報交換、全
国集会の開催、機関紙「木の目草の芽」の発行、自
然観察山行、シンポジューム、講演会開催、調査
研究活動、山岳他団体との情報交換。

（自然保護委員会の理念）
山を登るという行為は大自然の中に身を置き、

その自然を思う存分楽しむ行為です。私達登山者
は、豊かな自然環境があるからこそ、山に惹かれ、
山に憧れるのです。しかし、往々にして人の営み
は山の自然を傷つけ、作り替え、そこにあったも
のを永遠に失わせてしまうことがあります。だか
らこそ恩恵をうけている登山者自身が率先して自
然の保護に関心を持ち続けなくてはいけないので
す。

自然の問題は地球全体から身近なところまで、
様々な規模で私達にかかわってきますが「思考は
地球規模で、行動は身近から」をモットーに、登
山者にとって身近なところから調べ、考え、行動
していくこと、そして山の自然がいつまでも私達
を惹きつけ、憧景させるものであるようにかか
わっていくことが求められるのです。

環境省自然公園指導員とは
指導員は、都道府県知事及び自然公園指導員に

関係する団体の等の推薦に基づき、自然環境局長
の委嘱により次の役割を遂行する。
（基本的な役割）
国立公園及び国定公園の保護とその適正な利用

の推進の為、地方環境事務所自然保護官事務所又
は都道府県に協力して、公園利用者に対して公園
利用の際の遵守事項、マナー、事故防止等の必要
な助言及び指導を行うとともに、必要な情報の収
集及び提供を行う。

会員番号15114、支部カラコルム遠征から入会
の私。原稿の安請け合いをしてしまいましたが記
すべき何の実績もありません。山に関して錚々た
るご経歴の支部諸氏の前に恥じ入りつつ駄文の筆
を執りました。

磐梯山に負けて
60年ほど前、中学２年の夏休み、檜原湖畔で初

めてのキャンプを体験した。クラス担任が野球部
顧問で、部員５人ほどを引率しての計画に部員で

はない私も入れてくれた。写真は出発前、棚倉町
の家の庭でカメラ好きだった叔父が撮ってくれた
もの。左が私。

重いテントをどう運んだか覚えていないが水郡
線棚倉駅から磐越西線関都駅へ。檜原湖まではバ
スに乗った記憶がある。初めての自炊でカレーな
どを作ったが粗末な食事の連続だった。

２泊後、磐梯山に登った。台風のあとで登山道
は荒れていた。倒れた笹の根元を踏んで進む。運
動靴の足元が滑った。途中からそれまで体験した

〔 連載コーナー　山・小屋・人 〕

山とは絶縁したはずが…
菊池　道彦　
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ことのない疲労が全身に及び仲間からも遅れた。
どうにか弘法清水まで登ったが気力も失せてへた
り込む。仲間の一人に励まされ、どう歩いたか記
憶はないがなんとか山頂にたどり着く。が雲に包
まれて下界は何も見えない。精根尽き果てながら
登ったのに見返りは何もない……やり場のない怒
りを今もはっきり覚えている。「もう金輪際、山
登りなどやらないぞ」13歳の固い決意……のはず
だった。

磐梯山へ発つ日（左が私）

ゲレンデスキーに凝る
大学入学後も棚倉町に帰ると夏は久慈川でよく

泳いだ。好みは海派で山は眼中になかった。学生
生活の中で読書以外なんの趣味もないのが淋しく、
時流に乗ってスキーを始める。アルバイトで道具
をそろえ、大学生協主催の信州での講習会にも参
加した。その講習会では山岳部員の同級生が一緒
で熱く語る山の話を聞いた。機会があれば登って
もいいかなと微かな誘惑は感じたが、実現しない
まま忘れてしまった。

スキーだけはNHK就職後も続けた。なかなか
上達しないのがかえってやる気を刺激した。36歳
で青森に転勤。車で数十分の雲谷（もや）スキー場
には子供を連れ家族でよく通った。八甲田がすぐ
眼の前に連なっていた。

吹雪の青森で
丁度そのころ、映画「八甲田山」が話題だった。

しかし私には吹雪のシーンが気に入らない。自転
車通勤の途上よく吹雪に悩まされていた。青森の
街中でも、吹雪はあんなものではない！本物の雪
や吹雪を見せてやる……そんな思いが募った。
酸ヶ湯辺りでも４〜５mは積もる八甲田の雪。そ

の雪を描く企画を提案。番組制作デスクの身だっ
たが、自分の演出でNHK特集に取り組むことに
なる。1980年（S55）、間もなく40歳という時だった。

厳冬の八甲田を番組に
八甲田死の行軍のあった大寒の時期（１月下旬）

に合わせ、兵士たち遭難の700m地点ではなく北
八甲田の連山をすべて越えてさらに十和田湖畔ま
で踏破する縦走隊の記録、という企画となる。

青森県岳連中野轍自郎会長に縦走隊と撮影支援
隊の編成を依頼。実施にかかる。夏の南極からの
中継が初めて放送され話題になっていた。山を知
らない悲しさ、経費節減をと南極で使った防寒具
の借用交渉もした。しかし、夏の南極の防寒具な
ど八甲田の厳冬期では役に立たないことを知る。
防寒具だけではない。カメラやバッテリーも極寒
冷地での使用はまだ例がなく性能の保証はなかっ
た。

課題は次々と
いまでこそ録画機能一体化の小型カメラが当た

り前だが、当時は携帯用と言っても録画機は直径
40センチ以上もある放送用１インチ幅テープを装
填するもので、カメラとはケーブルでつなぐしか
なかった。テープが入ると録画機は30キロ近い重
さになる。それでも１巻の録画可能時間は１時間。
風雪の中で入れ替える手間がないのはありがた
かった。フィルム時代の１巻５分弱での交換に比
べると夢のようだ。

低温試験室を借りての機材テストが続く。岳連
側はメンバー編成を終えた。縦走隊・支援隊合わ
せて20人にもなった。本番の山中ではこの隊員の
方々に荷担ぎから食事の世話まで強力に支えてい
ただくことになる。

一方NHK側の態勢はなかなか整わない。素人
集団の議論では「危険」の文字だけが独り歩き、技
術スタッフの編成もなかなか決まらないまま日に
ちだけが過ぎる。それでも仙台局からの応援体制
ができ、青森局あげての取り組みという形も整っ
ていった。

９月に初のテント泊、11月には雪上テント泊と
訓練を受けた。吹き曝しの風雪の中での排便も初
体験。撮影に入る前、健康診断を受ける。なんと

「胃潰瘍痕跡」という結果。何か月間も実施の可否
を論ずる議論が続くのを見せられて思いのほかイ
ライラが募ったものらしかった。
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吹雪が止まなかった本番
撮影隊は２班、それぞれに支援隊が付いてくれ

る。縦走隊を含めると計30人ほど。１月下旬の本
番撮影期間はおよそ１週間。総隊長の岳連会長中
野氏の予報では「吹雪が続いても１日は晴れる」
…だが予想ははずれ吹雪は１週間１日も止まず吹
き荒れた。どこを歩いているかもわからない行動
のなか撮影を続けた。尾根筋の風はすさまじく、
スキーを履いての歩行で何度もバランスを崩して
倒れた。ルート確定役で先頭を行く若い支援隊員
やカメラマンは、風をまともに受け続け顔の凍傷
が特にひどかった。望み通り?!映画「八甲田山」な
ど問題にならないホワイトアウトの連続、山容な
ど遠景はまったく撮影できなかった。

縦走隊は予定の期間に無事十和田湖岸までを踏
破。全撮影を終える。改めて「八甲田・厳冬」の放
送日をネットで確認すると1981年２月27日だった。
番組は白魔の世界を描くものとなった。45分のう
ちわずか１分ほどだけは穏やかなたたずまいの夏
の尾根筋と風にそよぐヒナザクラの群落のシーン
を挿入できた。だが八甲田の魅力も全国にという
私の願いは叶わなかった。酸ヶ湯温泉などから雪

上車借用などの協力も得ていた。
罪滅ぼしにその夏、あまり知られていない南八

甲田の湿原や山肌に咲く花々を描く「北の湿原に
花は咲き」を企画、人を招く山の姿を全国放送で
紹介した。それでも多くの方々の支えで進めた番
組の成果を思うと反省ばかりで冷や汗が流れる。

だれもスチール写真まで気も手も回らず、番組
の記録写真は１枚も残っていない。10年ほど前に
もらった放送のDVDも大震災で行方がわからな
い。今回見直そうと捜したがとうとう見つからず
記憶だけが頼りの拙文となった。

70を過ぎて
13歳の決意で絶縁したはずの山。40歳を前に唐

突に縁が復活。それから30余年、付き合いが続く。
好奇心に引きずられ新たな山へとつい足が向く。
その延長のひとつがカラコルム遠征参加だったの
かもしれない。

70歳を過ぎての日本山岳会入会、磐梯山に打ち
のめされた少年のなんとも予想外の変身に自分が
一番驚いている。

　８月に本部から送付された『山岳2014年』の後ろ
のページに、山と渓谷社が発行した『新田次郎　山
の歳時記』の広告が掲載されている。その文庫本
には、『白い野帳』と『山旅ノート』など新田次郎の
単行本から選んだ随筆や紀行がおさめられ、平成
24年に発行された。定価は880円。
　41編の中には「知られざる山」という巻機山の紀
行があり、最初は月刊誌『山と渓谷』に掲載された
ものである。巻機山が登山界にあまり知られてい
なかった昭和35年７月、道に迷った新田らが悪戦
苦闘の末にニッコウキスゲが咲く山頂に着いたと
きの描写が鮮烈で、登山に興味を持ちはじめた頃
の私は何度も読み返した。その後、『山旅ノート』
や『新田次郎　山の歳時記』で二度も掲載されたの
は名文の証である。
　新田は山岳小説のほかに多くの随筆などを書い
たが、「知られざる山」は最も優れた紀行だと思う。
この本には、「ぬる湯温泉」という題の紀行も掲載
されており、福島支部の会員がお世話になった二
階堂哲三さんとの登山記録を読むことができる。

　現在は登山ブームでありながら、山岳に関する
随筆集の出版が減った。新田の死後すでに30年が
過ぎ、書店で見かける著書が少ない現状を考える
と、『新田次郎　山の歳時記』は名文にふれられる
貴重な１冊となるだろう。

〔 図書紹介 〕

『新田次郎　山の歳時記』
逸見　征勝　
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